ア団体︑市民活動団体など︑

ん︑区︑自治会︑ボランティ

住民協働とは︑市民の皆さ

介護事業所かきつばた︵南横

▼会場＝小規模多機能型居宅

て！＝３月 日㈭ 時〜 時

消費者トラブルに気をつけ

しての出荷となる予定です︒

ができ次第︑ハウス物と併用

月〜４月からの露地物の収穫

納品を休んでいましたが︑３

マボウフウも収穫ができず︑

１月︑２月とハウス物のハ

困︑適切な施策が発動されなけ

﹁子どもの７人に１人が貧

しました︒

の基調講演後︑座談会を開催

授︶より﹁格差社会の貧困﹂

︵放送大学・千葉大学名誉教

２月２日に︑宮本みち子氏

られるように︑地域での繋が

ために︑地域で手を差しのべ

いる若者や︑子ども達を守る

問題は山積みです︒その中に

安住の地になっていないなど︑

もの養育の場としての家庭が

さ︑男女間の賃金格差︑子ど

母子世帯の安定収入の難し

務局

りがいかに大事なことか︑再

生活困窮者の方と向き合って

されていないが︑この地域で

☎０４７５
︵７２︶
８２７８

務局︵まちサポ︶

大網白里ひまわりねっと事

確認できた座談会でした︒

現在︑ハマボウフウを取り

いる方からの現状をお聞きし

地域づくり課市民協働推進班

の子どもが貧困なのか調査は

扱っていただける協力店を募

つつ︑参加者がそれぞれ地域

☎０４７５
︵７０︶
０３４２

いますのでお楽しみに！

集しています︒ご連絡をお待

としてできる事を考えました︒

住の方で食材としてのハマボ

ちしています︒また︑市内在

ＰＲ動画の公開も予定して

試験的販売も予定しています︒ とのお話に︑市でどのくらい

男女共同参画だより

さまざまな活動をされている
川１７２６ ６‑︶
▼参加費＝無料︵要事前申込︶
れば深刻な社会問題になる﹂

協働 のまちづくり通信

皆さんと行政が︑公共の利益
５月には一般市場に向けての

＝３月 日㈭ 時〜 時

のために同一の目的をもって

□
申・ ︵社福︶翡翠会法人事

し︑対等な立場で協力しなが
☎０４７５
︵７２︶
９８０６

◇住民協働とは

取り組むまちづくり活動に対
ら進めていく事業です︒
市では︑今年度６団体に対
し︑補助金を交付し︑事業を
進めています︒
◇﹁カフェ かきつばた﹂で
出前講座﹁認知症サポーター
ウフウ栽培に関心がある方︑
栽培畑での作業にご協力いた
だける方も募集中です︒加工
品開発に関しても興味のある

ター養成講座と消費者トラブ
ェクトの活動をしています︒

ハマボウフウ特産品化プロジ

栽培して市の特産品を目指す

ハマボウフウの保護・再生活

の整備と︑自生する海浜植物

当団体は白里海岸での環境

海浜植物のハマボウフウを

◇街資源再興プロジェクト

ルに関する出前講座﹁消費者
特産品化ホームページでは︑

〜認知症サポーター養成講座に参加してみませんか〜

養成講座﹂と﹁消費者トラブ
ルに気をつけて！﹂を開催！
毎月第２・４㈭に開催して
いる認知症カフェ﹁カフェか

トラブルに気をつけて！﹂を

動も行っています︒

協働のまちづくり交流会

大網白里

〜地域づくりの横のつながりを深めよう！〜

︵公財︶金谷美術館

▼募集人数＝ 人程度

▼申込方法＝電話︑ファクス

またはメールで氏名︑お住ま

ています︒

いの市町村︑連絡先︑所属

千葉県との共催で︑他の自

分

︵自治会名︑一般住民など︶

時

▼日 時＝３ 月

日㈬

治体で地域づくりに取り組ん

ってみたいけど︑何をやった

組んでいる方︑何か自分もや

すでに︑地域づくりに取り

▼発表団体＝流山子育てプロ

交換会

む団体の活動発表および意見

▼内容＝地域づくりに取り組

☎０４７５
︵７０︶
０３４２

推進班

▼参加費＝無料

らいいかわからないで悩んで

ジェクト︑NPO法人光と風︑

０４７５
︵７２︶
８４５４

□
申・ 地域づくり課市民協働

詳細は問い合わせください︒

いる方など︑地域づくりに興

あんとんねぇさ〜

︵社福︶九十九里ホーム︑

▼会場＝中央公民館

45

きつばた﹂で︑認知症サポー

開催します︒
私たちの活動内容をわかりや

30

を添えて申し込み

15

〜 時 分
︵ 時 分受付開始︶

13

でいる方との交流会を開催し

20

12

味のある方の参加をお待ちし

ます︒

45

方︑ご連絡ください︒

認知症サポーターとは︑認

☎０４７５
（７０）
０３３２

街資源再興プロジェクト事

申・ 高齢者支援課高齢者支援班
□

すく掲載しています︒ぜひご

詳細は問い合わせください。

知症を正しく理解し︑偏見を

▶申込方法＝高齢者支援課の窓口で申し込み

務局︵まちサポ︶

▶申請期間＝４月1日㈪〜9月30日㈪

覧ください︒︽大網 ハマボ

▶補助金額＝上限10万円

持たず︑認知症高齢者や家族

た概ね10人以上の団体

☎０４７５
︵７２︶
８２７８
▶対象＝市内に住所を有する65歳以上で構成され

を温かく見守る人のことです︒ ウフウ︾で検索してください︒

は、ぜひ申し込みください。また、区や自治会、職
場、グループでご希望がありましたら、問い合わせ
ください。
◎在宅介護支援センターは、地域と高齢者をつな
ぐ窓口として、日常生活に関するさまざまな質問・
相談を受け付けています。自宅等に訪問すること
もできますので、お気軽にご相談ください。
地域包括支援センター
☎０４７５（７０）０４３９
FAX ０４７５（７０）１０９３
在宅介護支援センターおおあみ緑の里
☎０４７５（７３）５１４６
在宅介護支援センター杜の街
☎０４７５（７０）１６６６
◇認知症とは
認知症は誰にでも起こりうる「脳の病気」で、現
在、市民の中でも２，２００人程度の方に認知症
の可能性があります。これは65歳以上の約７人に
１人という計算になり、今後、団塊世代の方が75
歳以上となる２０２５年には認知症患者がさらに
増加することが予想されています。
◇認知症サポーターとは
特別な事をする人ではなく、認知症の人や家族
の方を温かく見守る人（サポーター）のことです。
認知症は他人事ではありません。みなさんも認知
症について学んでみませんか。
３月14日㈭に「カフェかきつばた」にて市民の
方を対象とした認知症サポーター養成講座を実
施する予定です。認知症について興味のある方

﹁認知症のことがよく分から
ないから知りたい﹂という方

交付事業」
を実施しています。

16

﹃九十九里地域認知症家族の会﹄ 大網白里市

る方同士で︑介護の悩みや困

認知症の方を介護されてい

▼対象＝認知症の方︵疑いを

参加者同士の交流

▼内容＝認知症の個別相談︑

▼会場＝中央公民館２階談話室

地域包括支援センター

お越しください︒
てみませんか︒

市
※外にお住まいの方も参加

含む︶を介護している方
〜 時

０４７５
︵７０︶
１０９３

☎０４７５ ７(０ ０)４３９

できます︒申込不要︒直接

っていることなどを語り合っ

chiiki@city.oamishirasato.lg.jp

FAX

も大歓迎です︒
消費者トラブルに関する出
前講座は︑悪徳商法被害など
の消費者が巻き込まれやすい

相談 窓口

▲認知症サポーター養成講座
（６月開催）
費用の一部を補助する「地域介護予防活動補助金

in

in

事例を紹介しながら︑巻き込
まれたときの対処法やクーリ
ング・オフなどについて︑紹
介します︒
地域の皆さんで楽しいひと
ときを過ごしませんか︒ご来
店︑お待ちしています︒

市では、地区公民館等を利用して自主的にロコ

「俳句が素晴らしい」と褒められて…
24万円の掲載料

▼日時＝３月１日㈮ 時 分

30

地域包括支援センターだより
高齢者の

11

モ体操等の介護予防活動を行う団体に対し、活動

面が渡されていないときや、法定の契
約書面を受け取ってから８日以内のと
き等は、クーリング・オフができる場
合があります。
不安なときは、早めにお住まいの自
治体の消費生活センター等にご相談
ください（消費者ホットライン☎１８８）。
周囲の人も、不審な書類がないか、
変わった様子がないか、普段から気を
配りましょう。
〈参考〉国民生活センター見守り新鮮
情報第３２１号より
◎ 不 安になった 場 合やトラブルに
あった場合は消費生活センターへ相
談しましょう。
◇市消費生活センター
▶相談日時＝祝日を除く㈪・㈫・㈬・㈮
10時〜12時、
13時〜16時
▶会場＝中央公民館 １階相談室
▶相談電話＝☎０４７５（７０）０３４４
地域づくり課市民協働推進班
☎０４７５（７０）０３４２

FAX

▼日時
認知症サポーター養成講座

地域介護予防活動補助金を交付

「あなたの俳句は素晴らしい。新聞
に掲載しないか」と電話で勧誘され、
有頂天になり承諾した。掲載料は、２
万円と聞いていたが、確認すると24
万円だった 。高 額なので 断っても 、
「キャンセルはできない」と強く言わ
れ、仕方なく契約した。新聞にも掲載
されてしまった。
（70歳代 女性）
◇ひとこと助言
「 俳 句 」以 外 にも「 短 歌 」
「書道」
「絵画」
「 写真」等で同様の手口が発
生しています。褒められて嬉しい気
持ちに付け込まれ、つい承諾してし
まいがちですが、一度限りのつもり
が次々に勧誘されるケースもありま
す。執ように勧誘される場合は、あい
まいな断り方をせず、きっぱりと断
りましょう。
電話勧誘販売の場合、事業者は契
約書面を交付する義務があります。
掲載料等の契約内容は書面でしっか
りと確認することが大切です。契約書

13

▲特産品化
ホームページ
ＱＲコード
11

No.70

10

10

28

14

地域の皆さんで
介護予防しませんか

こちらは消費生活センターです！
15
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